
外部評価検討会 普及活動実績概要報告書

鳥取農業改良普及所

課題区分 特技課題（果樹）

課題名
国府ブドウ産地の再生
～普及員がコーディネーターとなり産地再生～

（１年目／２年計画）

普及対象
ＪＡ鳥取いなば国府支店果実部ブドウ部員 ２６名 【重点対象】担い手ブドウ生産者：若手就
農者４名、果実部役員３名（果実部長他２名）、若手兼業農家１名、退職就農２名

普及活動

の背景

１ 国府支店果実部ブドウ部（以下果実部）は若手就農者（２０～４０代）とベテラン生産者（６
０～９０代）が水田転換園の巨峰・ピオーネを中心に栽培する歴史ある産地。Ｓ２９年から巨峰
栽培が始まり、ピーク時のＳ５７年の１３．５ｈａあったが、高齢化、担い手の減少により、現
在は３．０ｈａに減少している。

２ 連棟ハウスは約４０年前に建設されたもので、若手就農者は老朽化した連棟ハウスを借りて、
危険な高所作業、大雪・台風への不安を感じながら栽培している。

３ Ｈ３０年に実施した樹園地アンケートで「ハウスの老朽化が問題」と大半の生産者から声が挙
がった。

４ 連棟ハウスの建設費は９００万円程度／１０ａと経営的に負担が大きく、果実部長より「果実
部には若者がおり、若者中心に規模拡大を図りたい。負担を減らすため補助事業の支援をお願い
したい。」と東部農林事務所に要望が挙がった。

５ Ｈ３０年１月、果実部の事業要望調査が行われ、約１．６ｈａのハウス・雨除け施設の事業要
望が挙がった。しかし、事業費が１億３千万円と大きく、補助事業や補助率も決まっていないた
め、地元から「本当に出来るのか？」「若手就農者は経営が安定していないので、施設導入の負
担に耐えられるか。後からやめますと言われても困るから、きちんと実現可能な計画を検討した
ほうがいい」「若手就農者は既に初期投資の償還があるので、償還猶予されないと、新植園の無
収入の期間には償還できない」と不安の声が挙がった。

６ 普及所は農業振興課、農協等関係機関と連携し、Ｈ３１年１月より事業計画の検討を開始し、
本庁に事業要望を上げるとともに、地元と関係機関の連絡調整をしながら産地再生に向けて課
題解決に取り組んでいる。

普及活動

の課題・

目標

【課題】 
 事業実施に向けて、実施可能な事業計画の策定及び事業年度の確定、新植用農地の確保支援、産
地再生に向けての作型・品種毎の生産販売目標、販路開拓等の生産販売戦略の策定等が重要となっ
た。

・生産者の事業要望の取りまとめ及び実施可能な事業計画の策定支援
・事業実施に向けた地元と関係機関との連携体制の確立
・産地再生に向けた生産販売戦略の策定支援

【目標】
１ 事業実施に向けた事業計画の策定
２ 産地再生に向けての作形・品種毎の生産販売目標、販路開拓等の生産販売戦略の策定

普及活動

内容

１ 実施に向けた事業計画の策定支援 
（１）生産者の事業要望の取りまとめ及び実施可能な事業計画の策定支援

・事業説明会（３回開催）で生産者毎に事業費・個人負担額を試算し提示。
・個別に面談し、事業試算、経営実績、償還計画を提示し、実施可能な事業計画に変更するこ
とを提案。

・実施可能な事業規模、事業費の算定。
（２）事業実施に向けた地元と関係機関との連携体制の確立

・実施可能な補助事業を関係機関と検討
・農協に事業実施主体になってもらうよう協議
・令和２年度実施に向けた事業スケジュール管理の支援

（３）新植用農地の確保支援
果実部長が見当を付けた候補地について
・市等関係機関と生産者の連絡調整
・地元に対する農地確保スケジュールの提示
・農地割当案の作成、農地割当検討会の開催
・土壌調査

２ 産地再生に向けての作形・品種毎の生産販売目標、販路開拓等の生産販売戦略の策定
・今後の作付品種の検討（検討品種：巨峰、ピオーネ、シャインマスカット、クイーンニーナ、紫玉） 
・国府ブドウのブランド化に向けた取組支援（国府ブドウのネーミング等の検討）

普及活動

の成果

〇国府果実部の産地再生に向けた事業計画を取りまとめ、事業推進のための関係機関の連携体制
を構築した。

〇事業対象者１０人、事業規模約１ｈａ、事業費約６千万円で、４つの補助事業を活用する予定。 
〇果実部長のコメント「皆さんの協力により事業化となり安堵した。改めて、産地を作ることの大

変さが分かった」との感想。

1



 
１ 実施に向けた事業計画の策定支援 
（１）生産者の事業要望の取りまとめ及び実施可能な事業計画の策定支援 
・連棟ハウスの要望者・若手就農者はいずれも「補助事業を使ってもそれでもなお負担が大き
い」と思い直し、現実的な計画に変更された。 

（２）事業実施に向けた地元と関係機関との連携体制の確立 
・地元、農協等関係機関と協議し、４種類の補助事業を活用すること、農協が国事業の事業実施
主体となることで合意した。 

・また、令和２年度に事業実施予定とし、生産者事業説明会で地元に説明するとともに、併せて
農地確保、事業申請等の事業業務スケジュールを組んでいる。 

（３）新植用農地の確保支援 
・用地割当方針に基づき、新植用農地の貸借について、ＪＡ、地権者、事業実施者で３者合意さ
れた。Ｒ２春に生産者・担い手育成機構・地権者間の中間管理事業の契約を締結。また、土壌
調査の結果、隣接水田からの土壌水が入り込むことが判明し、排水対策実施を指導。 

 
２ 産地再生に向けての作型・品種毎の生産販売目標、販路開拓等の生産販売戦略の策定 
・振興品種は巨峰、ピオーネ、シャインマスカット、補完品種はクイーンニーナ、紫玉とした。
産地計画への記載を予定。 

・新元号令和にちなみ、ブランド名を国府ぶどう「万葉のしずく」に決め、８月１９日に知事を
表敬訪問した。商標登録出願中。 

 

具体的な

データ・

写真 等 

・現時点の利用予定の補助事業 
（国）産地パワーアップ事業、（県）鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業、 
（国）果樹経営支援対策事業、（県）鳥取柿ぶどう等生産振興事業 

・現時点の生産者の要望 
要望者 合計面積 単棟ハウス 雨除けハウス その他 事業費（税込） 
11 名 142.5a 3.6a(1 名) 110.2a(8 名) 28.6a(2 名) 58,184 千円 

 
・用地検討会                      ・知事表敬訪問後に選果場に張り出

された掲示板 

 国府町町屋の候補地を見る関係者 
 生産者、農協、市・公社、県 
 
 
 
・築４０年連棟ハウス（国府）、低コスト単棟ブドウハウス通常型（園試）、雨除けハウス（国府） 

 

残された

課題 

・令和２年度の団地整備支援（補助事業、用地、定植他）の継続 
・「万葉のしずく」のブランドコンセプトの策定   
・各品種・作型の生産販売目標の策定 
・若手就農者の経営状況の継続把握 
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外部評価検討会 普及活動実績概要報告書

八頭農業改良普及所

課題区分 総合支援課題

課題名
女性農業者の農業経営参画のための資質の向上

～ネットワークを活かした学びの場の創出～  （2 年目／3 年計画） 

普及対象
意欲的に農業に取り組む女性１０名

重点対象：親元就農した女性１名

普及活動

の背景

・八頭農業改良普及所は、管内女性農業士からの女性農業者が交流する機会や学ぶ機会を作っては

どうかとの提案を受け、平成 26 年に『八頭郡農業女子会』（以下、「女子会」という。）の立上げを

支援した。女子会では、会員相互が交流促進を図るとともに、普及所は、女性農業者の農業経営参

画のために必要な資質の向上を目的として、共通の課題である土づくりや簿記などの研修会を開

催し、農業関係の技術習得の支援を行ってきた。

・平成 29 年に開催した GAP や HACCP の研修会を契機に３Ｓ（整理・整頓・清掃）への取組み

に関心が高まってきたことから、平成 30 年からは、女性が取り組みやすい経営改善のツールとし

て３S を推進することとした。

・女子会の会員の中には親の経営を継承予定の親元就農者があり、早期技術習得の支援が必要であ

った。

普及活動

の課題・

目標

１ 課題

（１）農業に関する知識や技術の向上

農業に関する知識・技術の習得は経営参画に不可欠な資質だが、まだまだ学びたいとの声に

対応するため、わかりやすく、身につく研修会を開催する。

特に、農業機械の操作や果樹等の栽培技術及び販売に係る知識の習得の意向があるため、JA
等関係機関と連携して企画・開催する。

（２）３Ｓ取組の拡大やスキルアップ

家族間の意識の差で取り組めない女性もあるため、３Ｓの推進には家族への意識啓発が不

可欠である。また、既取組者についてはさらなるスキルアップをめざし、継続的な支援を行う

必要がある。

（３）女性親元就農者の経営能力向上

スムーズな経営継承ができるよう栽培技術等の早期習得が必要である。

２ 到達目標

・女性の経営参画の指標として、３Ｓ実践農業者数 ⇒７名（令和元年度までに）

普及活動

内容

１ 農業に関する知識・技術の習得支援

（１）安全に作業を行うため、農業機械等の使い方・メンテナンス方法の習得

⇒トラクター研修（７月）、刃物の研ぎ方講習会（７月）

（２）果樹農家を対象に剪定技術の習得や労働負担軽減の啓発

令和元年度に新たに女子会の中に「梨部会」を立上げ、梨の栽培技術等の研修の場とした。

⇒剪定勉強会（１２月）、農薬等勉強会（２月）

（３）販売に係る知識等の習得

⇒地元イベントでのブース参加（１１月）

２ 整理・整頓・清掃（３Ｓ）の取組み支援

⇒取組農家への個別支援、継続農家への助言
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普及活動

の成果 

・研修会等を通じて、農業機械の活用や栽培技術の向上の意欲が高まった。 
・イベント参加により消費者のニーズの把握や食品の表示方法など販売のノウハウについて習得

することができた。 
・女子会で７名が３Ｓを実践し、到達目標を達成できた。実践した会員の中には作業時間が短縮す

るなど経営改善につながった農家もあった。また、新たに取組みの意向を示している会員もあり、

今後も広がりつつある。 
・重点対象の親元就農した女性は、３Ｓや農業機械等の知識や技術の習得により、主体的な経営参

画が進み、経営継承の準備が進んだ。 

具体的な

データ・

写真 等 

１ 農業機械・栽培管理等の知識技術習得支援 
【トラクター研修（７月）】  
     ＜講義風景＞                ＜実技＞ 

          
【刃物の研ぎ方講習会（７月）】    【果樹農家を対象にした剪定勉強会（１２月）】 

                

２ 販売に係る知識技術習得支援  【地元イベントでのブース参加（１１月）】 
      ＜会場風景＞             ＜接客風景＞ 

         
 
３ 整理・整頓・清掃（３Ｓ）の取組み支援 【 A 農家(作業場) 】          
    ＜取組前＞            ＜取組後＞          

     

 

【取組後の効果】 
・防除準備作業時間が

１／３に短縮 

・足元にモノがなくな

り安全に作業ができ

るようになった 等 
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残された

課題 

（１）農業機械操作等の技術向上支援の継続 
令和元年度に行った研修会のアンケートなどで、農業機械の操作など農業生産場面におけ

る技術を女性が学ぶ機会が依然少ないことがうかがえた。女性が参加しやすい研修機会を増

やしていくため、継続的に研修会を実施する。 
（２）３Ｓの維持に向けた働きかけと地域への波及 

取り組んでも維持が難しいという農家があるため、定期的に状況を確認するなど継続的な

働きかけをしていく。また、機会を捉えて取組み事例を紹介し、地域へ波及させていく。 
（３）農業経営参画の実現に向けた支援と次世代の女性リーダーの育成 

『八頭郡農業女子会』の若い会員は意欲的に研修会等に参加しており、このような資質向上

にむけた研鑽を続けることで積極的な農業経営参画が期待できる。 
経営参画にむけては、家族の男女共同参画に対する意識や協力も不可欠であり、３S の取組

推進をきっかけに普及所として入り込めた普及対象の家族経営体に対して、経営参画が実現

するよう継続的に支援するとともに、その実績を確認していく。 
さらには、前向きな女性農業者の活躍を地域内外に周知し、仲間を増やすとともに、地域農

業をけん引する次世代のリーダーの育成につなげたい。 
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外部評価検討会 普及活動実績概要報告書 
倉吉農業改良普及所 

課題区分 総合支援課題 

課題名 
農業担い手の確保・育成と経営改善支援 
～新規就農者を中心に～                        （２年目／３年計画） 

普及対象 認定新規就農者１７名、親元就農者１３名、就農希望者（研修中を含む） 

普及活動の

背景 

倉吉農業改良普及所（以下、普及所）管内では、毎年、就農相談が２０件程度あり、毎年５～８名

が農業大学校の研修などを経て自らの経営確立をめざして就農している。 
現在、支援対象期間の認定新規就農者と親元就農者はあわせて３０名に上っている。 
普及所は、ＪＡ生産部、市町と連携し、新規就農者を重点的に支援すべく各人に担当普及員を割り

当て、技術や経営支援を行っている。 
 

普及活動の

課題・目標 

【課題】 
１ 就農相談者の現状を把握し、適切な方針選択を誘導する。 
２ 就農前研修受講者が希望する就農地での圃場の確保や施設などの整備資金を確保する。 
３ 新規就農者 
（１）栽培や経営に必要な技術、知識の習得 
（２）新規就農者間のつながりの構築 
【目標】 

営農計画に掲げた所得目標の達成者を８０％以上とする。 
 
 

普及活動 
内容 

１ 就農相談者には、個々の希望に応じ、進路の整理と研修実施に向けた調整を図った。 
２ 就農前研修受講者には、関係機関やＪＡ生産部と連携をとりながら、就農希望地での圃場確保お

よび施設や機械の整備のための資金の確保について支援した。 
３ 新規就農者 
（１）栽培や経営に必要な技術、知識の習得のため、担当普及員を割り当て重点的な個別支援をおこ

なった。 
（２）平成３０年からは経営研修会をはじめとして、全員のスキルアップにつながる関わる集合研修

会を開催した。その研修内容は、新規就農者からの要望をアンケートで聞き取り、要望の多かっ

たものを選択して参加者の意見を反映した。 
平成３０年度は４回、令和元年度は８回開催した（令和２年度も２回開催済）。 

普及活動の

成果 

１ 令和元年度は９名が研修の受講を開始し、例年より多い１３名が就農（認定新規就農者６名、親

元就農者７名）した。 
  また、５名が次年度に就農認定を予定している。 
２ 新規就農者 
（１）平成３０年度および令和元年度の集合研修の参加者は表１、２のとおりであった。 
（２）事前に取ったアンケ―ト（表３）や研修終了後のアンケートから、新規就農者が必要と感じて

いる技術や知識の内容が把握でき、今後の支援の参考となった。 
（３）集合研修のうち２回は女性対象の講座と共同（表２）としたので、参加者同士の交流範囲が広

がった。 
（４）目標の指標としている所得額評価では、所得目標を概ね達成している農業者の割合が年々高く

なっている（表４）。 
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表４ 営農計画の所得目標に対する達成度合い 

具体的なデ

ータ・写真 
等 

 

開催日 研修内容 
参加

人数 

10 月 2 日 農薬基礎研修 7 人 

11 月 15 日 簿記基礎研修 5 人 

11 月 22 日 鳥獣被害対策 10 人 

11 月 29 日 農地研修 9 人 

 

開催日 研修内容 
参加

人数 

10 月 29 日 ロープワーク研修＊ 9 人 

11 月 15 日 農薬セミナー 20 人 

11 月 22 日 農業簿記研修会 1回目 26 人 

11 月 29 日 農業簿記研修会 2回目 29 人 

12 月 10 日 農業簿記研修会 3回目 23 人 

1 月 14 日 農業機械研修＊ 9 人 

1 月 23 日 パソコン簿記入力講習会 4 人 

1 月 21・23 日 パソコン簿記記帳会 5 人 

＊女性対象の講座と共同開催 

表３ 新規就農者が学びたい事項アンケート結果（農薬セミナー出席者 20 名より 複数回答あり） 

  
機械 

保守 

機械 

操作 
簿記 

排水 

対策 
土壌 

鳥獣 

被害 
健康 

労働 

改善 

スマート 

農業 

認証 

制度 

資金 

融資 

補助 

事業 

人数（人） 4 6 9 3 9 5 1 4 4 5 6 4 

 

 

評価 評価基準 
H29 

人数 

H30

人数 

R１ 

人数 

A 達成 5 8 7 

B 概ね達成（８０％以上） 2 0 5 

C 未達成（５０％～８０％） 1 3 1 

D 未達成（５０％未満） 10 3 4 

合計人数 18 14 17 

A および Bの割合（％） 38.9 57.1  70.6 

 

 

 

 

 

 

 写真１ 農業簿記研修会     写真２ ロープワーク研修会    写真３ 農業機械研修会 

残された課

題 

１ 新規就農者間の相互交流をさらに促進するため、農繁期を含めて集合研修を通年で開催したい。 
２ 新規就農者が要望する研修内容をより具体的に把握して開催に務めたい。 
３ 営農計画に掲げた所得目標達成者を８０％以上とする。 

表１ 平成３０年度 集合研修と参加者

 表２ 令和元年度 集合研修と参加者 
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外部評価検討会 普及活動実績概要報告書 
東伯農業改良普及所 

課題区分 特技課題（畜産） 
課題名 担い手畜産農家の育成支援 

普及対象 内酪農家４２戸（重点５戸）、和牛農家３５戸（重点３戸）、和牛女子会６名（内管内４名） 

普及活動

の背景 

活動の背景 
管内は県内酪農の中心地域であり（農家数 42 戸(県内の 34％)、飼養頭数 2,447 頭（同 43％））、

大規模な酪農家も多いが（80 頭以上の農家数 14 戸（管内農家の 33％））、40 頭以下の中小規模
の経営においても 40 歳代以下の経営者や後継者が存在する「担い手」が９戸ある。これら「担
い手」が将来的に規模拡大を図ることが管内酪農業の維持・発展には非常に重要と考え、それぞ
れに抱えている経営課題抱を改善し将来の規模拡大へ導くための支援を行っている。 

普及活動

の課題・

目標 

重点農家 K 農場 
１）経営の概要 
 夫婦 2 人での家族経営（経営主 44 歳）。経産牛 30 頭規模。エサは TMR センター利用。 
２）問題点・課題 
 ア 牛舎規模に合った経産牛が維持できない。→ 事故、疾病による廃用を減らす。 

  イ 目標どおりの所得が確保できない。→ 飼料費の低減を図る。 

普及活動 
内容 

１ 事故、疾病による廃用の軽減の取り組み 
現状の牛舎より環境、施設条件の良い「空き牛舎」への移転 
（１）現状は夏季の暑さによる牛の廃用が多い。牛舎が狭く風通しが悪いため、換気扇の増設やミ

ストの設置等の暑熱対策を行ったが改善がみられなかった。 
（２）大山乳業指導課とも協議し、町内の「空き牛舎」への移転を提案し実施することにした。 
（３）牛舎の改修内容、補助事業の活用や資金繰りについての検討会を行い、助言を実施。 
（４）自力で行う牛舎改修および牛の移動時の現場支援を実施。 
（５）移転後の牛の管理方法、施設の利用方法の助言を実施。 
２ 飼料費低減の取り組み 
飼料給与方法の改善 
（１）TMR センター利用のため飼料コストが高い。 
（２）TMR の飼料計算を行い適正な給与方法の検討。 
  ア TMR の供給量を減らし、牛の乳量にあわせて傾斜給与を行うことを提案。 
  イ 改善後の泌乳成績および牛の状態を確認し、給与方法の検討を継続して実施。 

普及活動

の成果 

１ 事故、疾病による廃用の軽減の取り組み 
 （１）H31 年 4 月に移転が実現。 
 （２）移動時の事故で廃用が 1頭発生。夏に向けて換気扇の配置換えおよびミスト設置等の暑熱

対策を行ったが、予想に反して暑熱の軽減が図られず、夏季の廃用が多発した。 
 （３）来年の夏に向けてミストおよび寒冷紗の設置方法の検討を行い、廃用を削減する取り組み

を進める。 
２ 飼料費低減の取り組み 
 （１）給与方法の変更により TMR の効率的な利用が図られた。 
 （２）牛群の泌乳量は安定したが、分娩後の立ち上がり乳量が伸びない状況が見られるため改善

が必要。 
 （３）飼料費の低減効果確認は決算後に確認を行う。 
３ その他 
 ア 作業環境が良くなり労働時間短縮が図られた。 
 イ 育成牛の飼育スペースが確保され放牧利用経費が削減された。 

具体的な

データ・

写真 等 

移転前牛舎          移転先牛舎         改修後の移転先牛舎 

残された

課題 

１経産牛頭数の確保 
 ・大乳の預託牛を活用し安価な経産牛の導入を実施（短期対策） 

・後継牛確保のための計画交配を徹底する（長期対策） 
２夏の暑熱対策の強化 
 ・ミストの設置場所の変更、陽陰帯の設置、屋根の断熱処置について取り組む。 
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外部評価検討会 普及活動実績概要報告書 
西部農業改良普及所 

課題区分 総合支援課題・特技課題（加工流通・農業労働） 

課題名 
白ねぎ作業改善の推進  
～腰痛対策を中心として～                      （２年目／３年計画） 

普及対象 白ねぎ生産者 618 戸、【重点対象】若手農業者（ＪＡ鳥取西部白ねぎ生産部若葉 55 会（以下若
葉 55 会）：69 名、NE∞T（ネクスト）：14 名、夜見の会：12 名） 

普及活動

の背景 

 鳥取県西部は県内で最大の白ねぎの産地であるが、高齢者率が高く生産者数が徐々に減少して
おり（H28⇒H29 △３０戸）、産地の維持のためには生産者の確保が重要である。こうした中、
次世代の担い手である若手農業者から、腰痛をはじめとする疾病があるという声が多く聞かれ、安
定的な経営継続のためには対策が必要であるが、適切な対策を検討できていなかった。そこで、身
体負担が少なく継続して作業が出来るような作業体系を構築し、担い手確保に資することをねら
いとして、対策を検討していくこととした。 
平成 29 年度は白ねぎ産地全体の実態を把握するため、西部全域の白ねぎ生産者へアンケートを

実施した結果、腰痛が 54％と最も多かった。（図１）また、負担となる作業として、とめ（白ねぎ
の首元に土を寄せてとめるもの）・収穫・運搬作業が、生産者全体の半数近くを占めている事が分
かった。（図２）そこで、身体面の専門機関である鳥取大学医学部と連携して対策を検討するため
「白ねぎ作業改善プロジェクトチーム」を設置し、平成 30 年度は、鳥取大学とさらに詳細な調査
（身体アンケート、身体測定、MRI、作業実態のビデオ調査）を行い、対策を検討した。 
 

普及活動

の課題・

目標 

【普及活動の課題】 
１ 負担の大きな作業（とめ、収穫、運搬）の負担軽減に向けた対策案の開発・実証検討 

（１）とめ作業 
・農具の改良、開発 

（２）収穫 
      ・手堀り：負担の少ない作業姿勢モデルの動画、紙面の完成 

・白ねぎ収穫機：中腰姿勢の改善のための作業台の試作と実証 
（３）運搬 

・腰痛予防対策指針に示されている方法による、姿勢モデルの動画、紙面完成  
・持ち上げない（ノーリフティング）方法の開発    

２ 身体的側面における腰痛対策の検討（鳥取大学医学部との連携） 
 （１）身体面での腰痛対策のまとめ（ストレッチ等） 
３ 農業者への周知、動機づけ 
  （１）実演、研修会等での紹介 
【R１年度の到達目標】 ・・・対策案の開発：３つ 
 

普及活動 
内容 

１ 負担の大きな作業（とめ、収穫、運搬）の負担軽減に向けた対策案の開発・実証検討 
（１）とめ農具の改良品の試作と農家への試行実施（農家 5戸、試験場１） 
   ・農家の声を元に試作した後、再度改良品を作成しほぼ出来上がった。 
（２）収穫作業の改善の検証 

・手堀り：負担の少ない作業姿勢モデルを農家とともに検討し、筋電計を用いて腰部にかか
る負荷を比較し、効果を検証した。（農家 5戸） 

・収穫機：中腰姿勢改善のための「高さ調整作業台」の実証（農家 3戸）。また、活動途中
で農家より土落としに課題があるという声を受け、「土落とし装置（ブロア）設
置を検討（農家 1戸）。 

（３）運搬作業の改善 
   ・腰痛予防対策指針の姿勢による運搬方法について、筋電計を用いて検証。（農家 1 戸） 
   ・ブロッコリー運搬台車を利用した、ノーリフティング方法を検討。（農家 1戸）(写真①) 
２ 身体的側面における腰痛対策の検討（鳥取大学医学部との連携）  
（１）若手組織会長３名と鳥取大学の研究担当者を参集し検討会を開催、身体面での対策案を検討

した。（写真②） 
３ 対策案における生産者への周知、動機づけ 
（１）講演会、セミナー、実演会、各地区会合で対策の周知、動機づけを図った。 

・腰痛対策講演会（若手白ねぎ生産者対象）（10/3 開催）農家 11 名出席（写真③） 
・白ねぎ収穫機改良実演会 (11/19 開催）農家 17 名出席（写真④） 
・腰痛対策セミナー（西部域全生産者）（1/16 開催）農家 33 名出席 
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普及活動

の成果 

（１）負担の大きな作業の軽労化、効率化につながる対策が５つ開発できた。 
＜とめ＞①農具の改良試作器作成 
＜収穫＞②負担の少ない作業姿勢モデルの動画、紙面の完成 

③白ねぎ収穫機の高さ調整作業台の開発（中腰姿勢改善） 
④白ねぎ収穫機の土落とし装置（ブロア）の開発（効率化、中腰姿勢改善） 

＜運搬＞⑤ブロッコリー運搬台車を白ねぎ収穫物の運搬に利用した改善（重量物運搬の軽労
化、中腰姿勢改善） 

（２）これらの対策案について、農家ともに検証していった結果、③、④の収穫機の改良を導入す
る農家が 1戸、⑤の運搬台車を導入する農家が 1戸できた。 

（３）講演会、セミナー、実演会、各地区会合で対策の周知、動機づけを図った結果、関心を持つ
農家もある。また腰痛対策セミナーは概ね良い感想が聞かれ、実践している声も聞かれた。 

具体的な

データ・

写真 等 

 

          

 

        

残された

課題 

（１）残された対策案の効果確認 
・とめ：改良した試作器の効果検証 
・収穫：収穫期の改善のための土落とし装置（ブロア）の各地区における効果検証 
・運搬：台車を使用した場合の負担軽減、作業効率の向上の検証 
    運搬は作業姿勢の改善だけでは効果が弱いため、腰痛ベルト等サポート用品を検討 

（２）効果が見込まれるものについて、普及促進を図る。 
・「収穫作業姿勢の動画、紙面」や上記の「改良・開発した農具」、「運搬台車」等について、調
査データや農家の感想を盛り込みながら、実演会、指導会、会合、個別巡回等で、一層の周知
と改善導入に向けて紹介する。 
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 図１ 身体負担  図２ 負担となる作業 

写真② 若手組織代表との意見交換 

写真④ 収穫機改良実演会 写真③ 腰痛対策講演会（若手組織対象） 

写真① ブロッコリー台車を利用した 
白ねぎ収穫物の運搬 

n=236 人 
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外部評価検討会 普及活動実績概要報告書 
西部農業改良普及所大山普及支所 

課題区分 作物 
課題名 地域ブランド作物の産地育成                    （２年目／３年計画） 
普及対象 地大豆生産組織７名、小麦生産者３名 

普及活動

の背景 

水田担い手農業者の経営安定のため、土地利用型転作作物（大豆、小麦等）の安定生産と有

利販売が必要である。 
米子市内のパン屋から県内産小麦の要望があったことを契機に、H22 年度に加工業者と生産

者からなる「大山小麦プロジェクト」が発足し、H23 年産からは県中西部で小麦栽培が始まっ

た。管内では３名の生産者がプロジェクトに参加して小麦栽培に取り組んできた。 

普及活動

の課題・

目標 

【課題】 

・町内の作付品種「ミナミノカオリ」は製パン適性が高いことから、パン屋からの作付け要望

は強いが、収穫期（6 月）の降雨により穂発芽し品質を落としやすい。H26 年産・H30 年産

には製粉に適さない「低アミロ」が発生し、収入減となった。このため、低アミロの原因とな

る「収穫期の降雨」の影響を回避する必要がある。 
・また、小麦の補助金は、等級やタンパク含量等の品質区分に応じた交付単価に生産量を掛け

た「数量払」が基本となるため、生産者の収益を確保するためには「品質」と「収量」の確保

が必要。そのため、普及課題「地域ブランド作物の産地育成」を設定して小麦、大豆の安定生

産を支援することとした。 
【目標】 

平均収量  ：（H29 年実績）485kg →（R2 年目標）480kg 
タンパク含量：（H29 年実績）12.5％ →（R2 年目標）11.5～14% 

普及活動 
内容 

（１）低アミロのリスク回避支援 

・収穫期降雨の影響を回避するため、播種開始の早期化を提案した。 
・収穫前の目合わせを行い、子実の熟れ具合や水分、天気予報を元に収穫適期を助言した。 
（２）品質・収量向上に向けた技術的支援 

・幼穂形成期や出穂期などの生育診断を元に、赤カビ病対策（開花期の防除）、タンパク含量や

収量の確保対策（追肥時期の判断と施肥）を助言した。 

普及活動

の成果 

（１）低アミロのリスク回避支援 

・H30 年産に管内小麦の全量が低アミロとなったことを受けて、R 元年産は例年より約 10 日

早く 10 月下旬に播種開始した結果、梅雨入り遅れもあり、低アミロは発生しなかった。ただ

し、暖冬（出穂早期化）の影響により、一部圃場で冷害（不稔）が発生し収量減となった。 
・この結果を踏まえ、R２年産は前年より約１週間遅く 11 月上旬に播種した結果、不稔はほと

んど発生せず、平年並みの収量を得ることができた。収穫期に降雨がなかったため、低アミ

ロを回避できたと思われる（低アミロの最終的な評価は、今後、実需者が行う予定）。 
（２）品質・収量向上に向けた技術的支援 

・赤カビ病防除や追肥が適期に行われた結果、R 元年産、２年産ともに管内小麦の全量が外観

品質 2 等、タンパク含量も概ね目標達成したため、収益（補助金）を確保することができた。 
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具体的な

データ・

写真 等 

 

 

 

【大山こむぎプロジェクトのロゴ】     【大山町内小麦栽培の推移】 

 

 

【収穫前の目合わせ】         【収穫風景】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【H30 年産・R元年産の比較】 

残された

課題 

・R２年産は平年並みの収量（405kg/10a）に回復したものの、目標収量（480kg/10a）の達成

には至らなかった。土壌分析に基づく施肥改善により、収量向上を図る。 
・品質確保のため、引き続き、適期播種・適期収穫を推進する。中長期的には、現在の「ミナミ

ノカオリ」より穂発芽（低アミロ）に強い品種を導入し、作期分散を検討する必要がある。 
＊「低アミロ」とは穂発芽等によりアミログラフ最高粘度（アミロ値）が低下した小麦。粘度

が低いためふっくらしたパンとならない。 
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外部評価検討会 普及活動実績概要報告書 
日野農業改良普及所 

課題区分 野菜花き 

課題名 白ねぎ、ピーマン等の生産性向上と産地維持             （２年目／３年計画） 

普及対象 JA 鳥取西部日野郡白ネギ部会、JA鳥取西部ピーマン部会（重点対象 1法人） 

普及活動

の背景 

日野郡の主要な園芸品目として、トマト、白ネギ、ピーマンが挙げられるが、トマトを除き、高

齢化により年々産地の縮小が進んでいる。こうした現状を踏まえ、産地維持のためには、①高齢者

が栽培しやすい体系、②退職者・兼業・女性など小さな参入を促す仕組み、③水稲主体の集落営農

型法人の経営の複合化による経営安定をにらみつつ、生産振興と地域の持続・継承を両輪として

進める必要がある。 
項目 白ネギ ピーマン 

産地の概要 

(日野郡) 

生産者 44 名  栽培面積 9.0ha  

販売額 71,009 千円 

生産者 38 名  栽培面積 3.7ha  

販売額 35,148 千円  

年間労働時間 515 時間/10a（繁忙 8～11 月） 392 時間/10a（繁忙 7～11 月） 

粗収益 約 90 万円/10a 約 110 万円/10a 

メリット ・収穫適期幅が広く、自分のペースで作業

しやすい 

・共同選果場の活用が可能 

・初期投資が少なく、作柄は比較的安定 

・軽量品目で女性や高齢の方でも取り組みやすい 

・小面積から栽培可能。収益性が高い 

デメリット 個選する場合は、匂い・音等について近隣

への配慮が必要 

収穫作業や、個選に時間がかかる 

 
 

普及活動

の課題・

目標 

１ 白ネギの定植作業軽労化支援 

日野郡の白ネギは 1 戸当たり栽培面積が 15a 程度（定植機使用農家を除く）と小さいこともあ

り、主に手植えで定植されているが、高齢の生産者にとっては大きな負担となっている。そこ

で、作業の軽労化を図るとともに新規栽培者が参入しやすい作業体系を整えるため、他地区で

広く普及しており、導入費用が少ないチェーンポット（以下「CP」）定植を H29 年から生産部

に提案し、実証と普及に取り組むこととした。短期目標として、R2 年 CP 導入者数 3 名を設定。 
２ 農事組合法人のピーマン導入支援 

H30、江府町杉谷の（農）かがやきに、遊休農地活用、女性理事の活躍、水稲中心の経営から

の脱却と収益確保を目指しピーマン導入を提案した。江府町ではピーマン生産者が 1 名と少な

いため、普及所は（農）かがやきを町内のモデルとして重点対象に位置づけ栽培支援を行った。 

普及活動 
内容 

１ 白ネギの定植作業軽労化支援 

（１） H29 より、定植作業の現状と課題について生産者、JA への聞き取り調査を行った。 
（２） H30～R 元に JA、園試日南試験地と連携し、CP、ロングピッチ CP（以下、「LP」）定植

現場実証や実演会を行い、実証結果やコスト比較を行った。低コストで大きな労力軽減に

つながり、生育・収量への影響も少ないことを示し、研修会等で周知を図った（計 3 回）。 
（３） JA と連携し、CP 苗供給体制と定植に使用する「ひっぱりくん」のレンタル体制を整備す

ることができた。 
２ 農事組合法人のピーマン導入支援 

（１） JA と連携し、勉強会や視察研修を開催した。（農）かがやきと同規模で水稲とピーマン等

の複合経営を行っている日南町の（農）かわかみの視察を提案し、16 名(うち女性 10 名)
の参加があった。経営や作業イメージを具体化することができ、好評であった。 

（２） （農）かがやきは野菜栽培経験が無かったため、栽培工程にあわせて技術指導を行った。 
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３ 新規栽培者の掘り起こし 

地域プランで野菜等の振興を予定する日野町で、JA 座談会や JA 女性会に出席し推進した。 

普及活動

の成果 

１ 白ネギの定植作業軽労化支援 
R2 作からの LP 苗供給体制が整い、R2 には目標を上回る 4 名が CP 新規導入した。日野町

の親元就農者 1 名、日南町の新規就農者 1 名と若手生産者への導入が進み、郡内 3 町とも CP
の普及が白ネギ新規栽培者の増加につながっている。 

２ 農事組合法人のピーマン導入支援 

栽培知識を熱心に習得し、計画的に適切な管理ができた結果、R1 部会反収 3.1t を大きく上回

る反収 5.2t を上げ、栽培 1 年目から好成績を収めた。担当の女性理事は、ピーマン栽培に自信

を得つつあり、将来的には規模拡大も期待できる。また、女性の目線を活かし、働きやすい作業

場作りにも取り組んでいる。 

具体的な

データ・

写真 等 

１ 白ネギの定植作業軽労化の取り組み 

表１ 白ネギ定植作業の概要             写真１ CP 定植実演会 
２ 農事組合法人のピーマン新規導入支援 

写真２ 座学勉強会       写真３ 視察研修         写真４ 定植作業の実技指導 

 

残された

課題 

１ 白ネギの定植作業軽労化支援 

   CP の普及推進 
CP 定植実演会（日野町第 1 回）の開催、8 月収穫作型の CP 現場実証など 

２ 農事組合法人のピーマン導入支援 

 （１）（農）かがやきの栽培・経営支援 
収穫調整作業の改善支援、一発基肥局所施肥による施肥の省力化、経営分析等 

   新規栽培者（日野町 1 名）の栽培支援と町内モデルとして育成 
３ 新規栽培者の掘り起こし 

   日野町地域プラン（栽培基礎講座の開催等）と連携した推進 
 

 

（LP.CP） 
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